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●人口が減少する中、整備されてきた都市インフラを持
続していく必要がある。

●持続するためには、効率の良いまちづくり（都市）を
計画する。

●コンパクトであり、それぞれの拠点をつなぐ交通網を
しっかり 確率する必要がる。

都市再生特別措置法が令和2年に改正され、
「立地適正化計画」を策定することが法令で定められた。

策定の目的



立地適正化計画の位置づけ

隠岐の島町
立地適正化計画

交通機能の充実

賑わい創出

防災機能強化

生活環境向上

都市機能の充実

隠岐の島町地域公共交通計画

西郷港玄関口まちづくり計画

隠岐の島町地域防災計画

隠岐の島町公共下水道事業計画

隠岐の島町中小企業・小規模企業振興計画

関連する項目の方針を共有

西郷都市計画区域マス

タープラン（島根県）

（都市計画区域の整備、

開発、及び保全の方針）

隠岐の島町

第２次総合振興計画

町の目指すべき

理念・方針を共有
土地利用の

方針を共有



対象区域と計画期間

西郷都市計画区域（2，983ha）

計画期間は20年

隠岐の島町

西郷都市計画区域

・市街化区域・市街化調整区域の区分なし

・用途地域の指定なし

地域内の拠点（布施）

地域内の拠点（中村）

地域内の拠点（五箇）

地域内の拠点（都万）

目標年次
令和22年
（2040年）

令和3年
（2021年）

5年ごとの見直し



なぜ今、立地適正化の検討が必要なのか

人口減少と高齢化により税収は減少↓
医療・社会保障費は高騰↑

⇒現在のままでは｢生活の利便性｣｢行政サービスの維持｣が困難になる

税収

人口

■社会インフラ（道路・水道など）

■人口と税収

○市街地は拡大し、社会インフラも拡大
○空き家が発生し、密度は低下

低密度な居住地への供給で
効率低下

社会インフラの
維持管理・修繕
費の増加

高齢化により医療費等は高騰

20,533人
3.32人/世帯

14,608人
2.25人/世帯

S45 H27 R42（推

計）

目標①：9,880人
目標②：6,243人

S45 H27 R4
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本計画で定める事項

一定の人口密度の維持や、生活サービス機能の計画的配置、公共交通

の充実のための施策を実現する上での基本的な方向性を示します。

都市計画区域（＝立地適正化計画区域）内において、人口密度を維持すること

で生活サービスなどを持続的に確保する区域を居住誘導区域とします。

居住誘導区域内において、医療・商業等の都市機能を中心に誘導・集約しサー

ビスの効率化を図る区域を都市機能誘導区域とします。

立地の適正化に関する基本的な方針

立地適正化計画区域

＝都市計画区域

居住誘導区域

都市の居住者の居住

を誘導すべき区域

都市機能誘導区域

都市機能増進施

設の立地を誘導

すべき区域



（1）生活環境の問題点
・まちの郊外化で都市が拡散した一方で、内部の密集地で
空き家率が向上

・広がった社会資本の維持は不経済

（2）住環境の問題点
・人口密集地での空家問題や建替え出来ないまち
・住宅地の拡散で、公共交通利用が不便となる

（3）防災上も問題点
・自然災害に対する市街地のリスク
・既存の都市構造の災害リスク

都市構造の現状のから見た課題



1．ターゲット（まちづくりの方針）

2．ストーリー（区域の誘導方針）

隠岐の島町の玄関口である西郷港周辺（エントランスエリア）と、
八尾川沿いと国道沿いの市街地（セントラルエリア）を一体的として
都市機能を強化する。→心肺機能の強化

将来構造

ストーリー①
→エントランス・セントラルに都市機能を集積させることで
暮らしの質を高める拠点を形成

ストーリー②
→都市機能とその周辺は、徒歩や自転車で生活できる利便性の
高い居住地とし、安心して暮らせる住環境の形成を目指す

ストーリー③
→エントランス・セントラルへは誰もが気軽に移動できる
公共交通ネットワークの維持・拡充を図る



1．居住誘導区域の考え方

居住誘導区域

●防災上の観点から居住を誘導すべきでないと判断する区域は除く。

●西郷港周辺の人口密度が高い地域や、バス停から近く利便性の高いところに設定。

●法令等で居住や住宅の建築が制限されている区域は居住誘導区域から除く。

居－1
人口密度30人
/ha以上

一定規模の人口
密度を維持して
いくため

居－2
バス停から
200ｍ圏内

バス停まで歩いて200ｍの圏
域を中心に連続した住宅地が
形成されているところの人口
密度を維持していくため

または

除外

防災上危険な区域
・土砂災害特別警戒区域（レッド）
・土砂災害警戒区域（イエロー）
※イエローの対策済みは除外区域に含めない

・津波浸水エリア（2ｍ以上）
・八尾川洪水浸水エリア（2ｍ以上）

法令等で居住や住宅
の建築が制限されて
いるため

除外 農用地区域 法令等で居住や住宅の建築が制限されているため



2.居住誘導区域の条件

居－1 人口密度

人口密度30人／ha以上（暖色系の着色）は、西
郷港周辺からセントラルエリア（仮称）にかけ
てと、栄町の住宅地にかけて分布している。

30人／ha未満
30人／ha以上～40人／ha未満
40人／ha以上～50人／ha未満
50人／ha以上～80人／ha未満
80人／ha以上～

暖色系

居－2 バス停圏

バス停までの距離200mの圏域（薄紫色の円）
は、人口密度の高い区域に加え、西は西田、東
は東郷、北は池田から原田へと続く。

バス路線
バス停
バス停から200ｍ

都市計画区域 都市計画区域



除外 農用地区域

農用地区域には、居住や建築を誘導してはなら
ないとされている。

除外 災害ハザード

土砂災害・津波想定区域・八尾川洪水浸水想定区域などの災
害ハザード。設定した条件にあてはまるところを除外する。

都市計画区域 都市計画区域

農用地区域 土砂災害特別警戒区域（レッド）
土砂災害警戒区域（イエロー）
土砂災害警戒区域＜対策済＞ ※除外区域から外す
浸水深2ｍ以上となる浸水想定区域

八尾川の洪水
により浸水の
深さが2ｍ以
上となる

津波により浸
水の深さが2
ｍ以上となる

3.除外する区域



4.居住誘導区域

3 0 人 /ha 以上

または

バス停から半径 2 0 0 ｍ

災害リスク

（ 土砂災害）

農用地区域

災害リスク
（ 洪水による浸水）

方針 1

利便性の高いところを

対象とする

居住誘導区域
方針 2

法令区域や災害リスクの

高いところを引く

－ ＝区域設定のイメージ

居住誘導区域



5.住宅等の誘導に対する届け出

法律により、対象行為を行う30日前までに町に届け出が必要です。

【対象行為】 以下の住宅の建築や開発を行う場合

戸建て住宅3戸以上 集合住宅3戸以上

1,000㎡以上の住宅 合計1,000㎡以上の住宅



1．都市誘導区域の考え方

都市誘導区域

●特に生活利便性を向上させる施設の集積地を 都市機能誘導区域とします。●特に生活利便性を向上させる施設の集積地を 都市機能誘導区域とします。

区分 都市機能誘導施設・条件 設定理由

都－1
西郷港ターミナルビルを中心と
した半径200ｍ圏内

年間27万人（800人/日）が利用する「ひと・もの・情
報」の集積地。

都－2
公共施設‘（庁舎、図書館、文化
施設、体育館、警察署、消防
署）、銀行・郵便局

行政手続き、金融機関など、日常生活で居住地の近くに
必要な施設

都－3 医療機関
隠岐病院は、外来者数470人/日（R1年度実績）が通院
する目的地。また一般病院の通院先。（歯医者は除く）

都－4
大規模小売店
（売場面積1,000ｍ以上）

日常生活を営むため、町内から集まる主な買い物先
（島根県商勢圏調査：都市計画区域内の8～9割が買い
物に訪れ、町内からも6～7割が訪れている）

都－5
小売店が連続し商店街の体を形
成

日常生活を営むため、近隣から集まる主な買い物先



都－1 西郷港周辺

西郷港周辺には、住宅のほか、店舗や飲食店も
多く立地している。

都－2 公共施設等

公共施設‘（庁舎、図書館、文化施設、体育館、
警察署、消防署）、銀行・郵便局は、西郷港周
辺から、セントラルエリア（仮称）にかけて立
地している。

西郷港
フェリー
ターミナル

2.都市機能誘導区域の条件



都－3 医療機関

隠岐病院、一般医院は、セントラルエリア（仮
称）から西郷港周辺にかけて立地している。

都－4 商業施設

大規模小売店（売場面積1000㎡以上）はセント
ラルエリア（仮称）を中心に立地している。

2.都市機能誘導区域の条件



都－5 小売店の連続立地

西郷港周辺からセントラルエリア（仮称）をつなぐ西町にかけては、小売店が連続して立地し、商店街の体を
なしている。

2.都市機能誘導区域の条件



2－（3）都市機能誘導範囲
3.都市市機能誘導区域

農用地区域

利便性の高いところから法令区域や危険な箇所を引いた

「 居住誘導区域」 の中に「 都市機能誘導区域」 を設置します

●ターミ ナルビルを中心とした半径 2 0 0 ｍ圏内

●施設周辺（ 公共施設、 医療機関、 大規模小売店、 小売店が連続）

区域設定のイメージ

都市機能誘導区域



都市機能誘導区域（拡大図）

都市計画区域 都市機能誘導区域（案）



5.都市機能の誘導に対する届け出

法律により、対象施設の整備を行う30日前までに町に届け出が必要です。

【対象施設】 対象となる施設は【都市機能誘導施設】です

●西郷港ターミナルビル

●公共施設（庁舎、図書館、文化施設、体育館、警察署、消防署）、銀行、郵便局

●医療機関（病院２０床以上）、診療所（19床以下）、※歯科医は除く

●大規模小売店（売場面積1，000㎡以上）



防災指針
3つの災害リスク

1.土砂災害

レッドゾーン イエローゾーン



防災指針

土砂災害の対策がされた部分



防災指針
3つの災害リスク

2.津波被害

津波ハザード（2ｍ以上）



防災指針
3つの災害リスク

3.河川洪水



リスク低減に向けた取組み

施 策
重点的に

実施する地域

実施

主体

実現時期の目標

短期

(5年)

中期

(10年)

長期

(20年)

安 全 対 策 の 必 要 性 周 知

（宅地の嵩上げなど）
居住誘導区域内 町

避難場所設置（防災広場） 居住誘導区域内 町

避難路整備（道・橋）
居住誘導区域内

（特に港町・西町）
県・町

避難誘導看板整備
東町・中町・西町・港

町
町

防災訓練実施
東町・中町・西町・港

町・城北町
町

八尾川支川区域の内水排除対

策
城北町周辺 町

評価指標 基準値（令和2年） 目標値（令和8年）

八尾川支川区域の内水排除対策 0件 1件

宅地嵩上げ件数 0件/年 1件/年

避難誘導看板設置地箇所数 5カ所 27カ所

防災訓練実施件数 1件/年 5件/年

自主防災組織結成率 22.9% 30%


